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第 1 章 高齢者虐待とは 

§１ 高齢者虐待の定義  【法第２条第１項・第３項】 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以下、「高齢者虐待防止

法」という。）では、「高齢者」を６５歳以上の者と定義しています。 

また、「高齢者虐待」を「養護者による高齢者虐待」と「養介護施設従事者等による高齢者

虐待」に分けて定義しています。 

 

§２ 養護者による高齢者虐待  【法第２条第２項・第４項】 

  「養護者」とは、現に高齢者を世話している家族、親族、同居人等が該当すると考えられ、

「養護者による高齢者虐待」とは、養護者が高齢者に対して行う次のような行為と定義されて

います。（参照：３ページ 表１ 「高齢者虐待の主な種類と具体例」） 

 

  （１）身体的虐待 

高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 

  （２）介護・世話の放棄・放任 

高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護者以外の同居人による

身体的虐待、心理的虐待、性的虐待と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 

  （３）心理的虐待 

高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的

外傷を与える言動を行うこと。 

  （４）性的虐待 

高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

  （５）経済的虐待 

養護者または高齢者の親族が高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不

当に財産上の利益を得ること。 

 

§３ 養介護施設従事者等による高齢者虐待  【法第２条第５項】 

  「養介護施設従事者等」とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する養介護施設または養介

護事業の業務に従事する職員を指し、「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、養介護

施設従事者等が高齢者に対して行う上記（１）～（５）の行為と定義しています。 
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 表 １  ≪高齢者虐待の主な種類と具体例≫ 
区   分 内   容 具 体 例 

身体的虐待 

 

高齢者の身体に外傷が

生じ、又は生じるおそれ

のある暴行を加えるこ

と。 

【第２条第４項第１

号イ】 

・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理矢

理食事を口に入れる、やけど、打撲させる 

・ベッドに縛りつけたり、意図的に薬を過剰に服

用させる、身体拘束、抑制をする ／等 

介護・世話の

放棄・放任 

 

高齢者を衰弱させるよ

うな著しい減食又は長

時間の放置、養護者以外

の同居人による、身体的

虐待、心理的虐待、性的

虐待と同様の行為の放

置等養護を著しく怠る

こと 

【第２条第４項第１

号ロ】 

・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だっ

たり、皮膚が汚れている 

・水分や食事が十分に与えられていないことで、

空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症

状や栄養失調の状態にある 

・室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中

で生活させる 

・高齢者本人が必要とする介護、医療サービスを、

相応の理由無く制限したり使わせない ／等 

心理的虐待 

 

高齢者に対する著しい

暴言又は著しく拒絶的

な対応その他の高齢者

に著しい心理的外傷を

与える言動を行なうこ

と。 

【第２条第４項第１

号ハ】 

・排泄の失敗等を嘲笑したり、それを人前で話す

などにより高齢者に恥をかかせる 

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う 

・侮辱を込めて子どものように扱う 

・高齢者が話かけているのを意図的に無視する 

／等 

性的虐待 

 

高齢者にわいせつな行

為をすること又は高齢

者をしてわいせつな行

為をさせること 

【第２条第４項第１

号ニ】 

・排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にし

て放置する 

・キス、性器への接触、セックスを強要する ／

等 

経済的虐待 高齢者の財産を不当に

処分することその他高

齢者から不当に財産上

の利益を得ること 

【第２条第４項第１

号ホ】 

・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない 

・本人の自宅等を本人に無断で売却する 

・年金や預貯金を本人の意思、利益に反して使用

する 

 ／等 

※表中（具体例）は埼玉県「高齢者虐待対応の手引［改訂版］（平成 19 年 3 月）」より引用 
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担当部署：福祉部 ふくし総合支援課 ふくし総合相談室 地域包括係 

住  所：三郷市花和田６４８－１ 健康福祉会館４階 

電話番号：０４８－９３０－７７９３（直通） 

０４８－９５３－１１１１（大代表） 

§４ 三郷市における高齢者虐待対応体制について 

高齢者虐待に関する相談は、市役所又は市内の各地域包括支援センターで受け付けて

います。 

●市役所 

①養護者による高齢者虐待 

養護者による高齢者虐待防止・対応に関わる三郷市の担当部署は「ふくし総合相談室 

地域包括係」です。地域包括支援センターと協力しながら、高齢者虐待に関する対応、

後方支援及び対応に関わる市の権限行使（措置や成年後見市長申立など）に関する庁内

調整などを行い、緊急性が高い場合は現場対応も含め行います。 

 また、地域包括支援センターでの高齢者虐待に関する相談・通報事例等を全市的に管

理・分析したり、法において、地域包括支援センターに委託できない業務を担当してい

ます。 

 

②養介護施設従事者等による高齢者虐待 

 養介護施設従事者とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」または

「養介護事業」の業務に従事する職員が行う虐待行為です。「養介護施設」「養介護事業」

に該当する施設・事業は以下の表のとおりです。 

 

高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」の範囲 

 養介護施設 養介護事業 養介護施設従事者等 

老人福祉法による 

規定 

・老人福祉施設 

・有料老人ホーム 
・老人居宅生活支援事業 

「養介護施設」又は

「養介護事業」の業

務に従事する者 
介護保険法による 

規定 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・介護療養型医療施設 

・地域密着型介護老人 

福祉施設 

・地域包括支援センター 

・居宅サービス事業 

・地域密着型サービス事業 

・居宅介護支援事業 

・介護予防サービス事業 

・地域密着型介護予防 

サービス事業 

・介護予防支援事業 
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● 地域包括支援センター（市内６ヶ所） 

 地域包括支援センターは、平成１８年４月の介護保険法改正に伴い「地域住民の心身

の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医

療の向上及び福祉の増進を包括的に支援すること（介護保険法第１１５条の４６第１

項）」を目的として設置されています。 

 地域包括支援センターは、法において、高齢者虐待・通報の受理窓口及び対応を行っ

ていく役割を担っています。高齢者虐待に関する相談・通報が入ると、その緊急性を判

断するために、対象者に関係のある人や機関と速やかに連携を図ります。関係機関など

としては行政機関や介護保険に関する事業者、医療機関、警察、民生委員、親族などが

あり、市の内外を問わず状況に応じて情報収集及び連携を図ります。また、訪問等によ

り高齢者本人及び養護者の事実確認を行い、生活環境の調整などを行っていきます。 

 

○地域包括支援センター連絡先 

センター名 所在地／電話番号 担当区域 

【第 1圏域】 

地域包括支援センター 

みずぬま 

三郷市上彦名 870 

（瑞沼市民センター内） 

☎048-950-3322 

大広戸・仁蔵・笹塚・南蓮沼・駒形・ 

上口・彦倉・彦野・彦成 4丁目・采女 1

丁目・三郷 1～3丁目・さつき平 1～2

丁目・新三郷ららシティ 1～3丁目 

【第 2圏域】 

地域包括支援センター 

早稲田 

三郷市早稲田 7-1-7 

（2F） 

☎048-950-3201 

半田・小谷堀・前間・後谷・田中新田・

丹後・彦成 5丁目・采女新田・早稲田 1

～8丁目 

【第 3圏域】 

地域包括支援センター 

ひこなり北 

三郷市彦成 3-7-7-104 

☎048-950-6777 

下彦川戸・上彦川戸・上彦名・彦成 1

～3丁目・彦音 1～3丁目・彦糸 1～3丁

目・彦川戸 1～2丁目・天神 1～2丁目 

【第 4圏域】 

地域包括支援センター 

みさと中央 

三郷市新和 2-375 

☎048-949-0090 

茂田井・幸房・岩野木・谷中・市助・

谷口・花和田・彦江・彦江 1～3丁目・

彦沢・彦沢 1～3丁目・番匠免・番匠免

1～3丁目・上口 1～3丁目・彦倉 1～2

丁目・彦野 1～2丁目・泉・泉 1～3丁

目・新和 1～2丁目・栄 1～2丁目・中

央 1～5丁目・インター南 1～2丁目・

ピアラシティ 1～2丁目 

【第 5圏域】 

地域包括支援センター 

みさと南 

三郷市戸ヶ崎 1-568-1 

☎048-956-8813 

寄巻・鎌倉・戸ヶ崎・戸ヶ崎 1～5丁目・

栄 3～5丁目・鷹野 4～5丁目 

【第 6圏域】 

地域包括支援センター 

しんわ 

三郷市新和 5-244 

☎048-949-5522 

東町・高州 1～4丁目・新和 3～5 丁目・

鷹野 1～3丁目 

 
-5- 



 



 

 

 

 

 

 

第 ２ 章 
 

高齢者虐待の防止に向けた 

基本的な視点 

 

 
 

 



第２章 高齢者虐待の防止に向けた基本的な視点 

§１ 基本的な視点 

（１）発生予防から虐待を受けた高齢者の生活の安定までの継続的な支援 

 高齢者虐待防止対策の目標は、高齢者を虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持しながら安

定した生活を送ることができるように支援する事です。 

 高齢者に対する虐待の発生予防から、虐待を受けた高齢者が安定した生活を送れるようになる

までの各段階において、高齢者の権利擁護を理念とする切れ目ない支援体制が必要です。 

 

（２）高齢者自身の意思の尊重 

 高齢者虐待は児童虐待と異なり、「成人と成人」との人間関係上で発生することがほとんどで

す。「被害者－加害者」という構図に基づく対応ではなく、介護保険制度の理念と同様、高齢者

自身の意思を尊重した対応を行うことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ 

 高齢者虐待の問題では、虐待を未然に防止することが最も重要な課題です。そのためには、家

庭内における権利意識の啓発、認知症等に対する正しい理解や介護知識の周知などのほか、介護

保険制度の利用促進などによる養護者の負担軽減策などが有効です。 

 また、近隣とのつきあいがなく孤立している高齢者のいる世帯などに対し、関係者による働き

かけを通じてリスク要因を低減させるなど、高齢者虐待を未然に防ぐための積極的な取組が重要

となります。 
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ポイント：虐待に対する「自覚」は問わない 

 虐待を自覚していない虐待者は半数以上を占めており、また虐待を受けている高齢

者でも 3 割は虐待を受けているという自覚はありませんでした。しかし、当事者の

自覚にかかわらず、高齢者の権利・利益が脅かされている状況に変わりはありません。 

 高齢者本人や養護者の虐待に対する自覚の有無にかかわらず、客観的に高齢者の権

利が侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応すべきで

す。 



（４）虐待の早期発見・早期対応 

 高齢者虐待への対応は、問題が深刻化する前に発見し高齢者や養護者・家族に対する支援を開

始することが重要です。民生委員や自治会・町内会等の地域組織との協力連携、地域住民への高

齢者虐待に関する啓発普及、保健医療福祉関係機関等との連携体制の構築などによって、虐待を

未然に防いだり、仮に虐待が起きても早期に発見し対応できる仕組みを整えることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）高齢者本人とともに養護者を支援する 

在宅で養護者による虐待が起きる場合には、虐待している養護者を加害者として捉えてしまい

がちですが、介護疲れなど養護者自身が何らかの支援を必要としている場合も少なくありません。

また、他の家族等の状況や経済状況、医療的課題、近隣との関係など様々な問題が虐待の背景に

あることを理解しておく必要があります。 

高齢者虐待の問題を高齢者や養護者のみの問題として捉えるのではなく、家庭全体の状況から

その過程が抱えている問題を理解し、高齢者や養護者・家族に対する支援を行うことが必要です。 

 

（６）関係機関の連携・協力によるチーム対応 

 高齢者虐待の発生には、家庭内での長年の歴史を基にした人間関係や介護疲れ、金銭的要因等

様々な要因が影響しており、支援にあたっては高齢者や養護者の生活を支援するための様々な制

度や知識が必要となります。そのため、発生予防から通報等による事実確認、高齢者の生活の安

定に向けた支援にいたる各段階において、複数の関係者が連携を取りながら高齢者や養護者の生

活を支援できる体制を構築し、チームとして虐待事例に対応することが重要です。 
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ポイント：高齢者の安全確保を優先する 

 高齢者虐待に関する通報等の中には、高齢者の生命に関わるような緊急的な事態も

あると考えられ、そのような状況下での対応は一刻を争うことが予想されます。 

 入院や措置入所などの緊急保護措置が必要な場合には、養護者との信頼関係を築く

ことができないときでも高齢者の安全確保を最優先する必要があります。その場合、

養護者に対しては関係者からのアプローチや仲介によって信頼関係を構築したり支

援を行うなど、時間をかけた対応が必要となることもあります。 

ポイント：常に迅速な対応を意識する 

 高齢者虐待の問題は、発生から時間が経過するにしたがって虐待が深刻化すること

が予想されるため、通報や届出がなされた場合には迅速な対応が必要です。また、虐

待は夜間や休日も発生するものであるため、地域で夜間や休日においても相談や通

報、届出や緊急の保護に対応できるようにし、関係者や住民に周知する必要がありま

す。 
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 ポイント：必ず組織的に対応する 

 高齢者虐待の事例に対しては、担当者一人の判断で行うことを避け組織的な対応

を行うことが必要です。 

相談や通報、届出を受けた職員は、早急に高齢者虐待担当の管理職やそれに準ず

る者などに相談し、相談等の内容、状況から緊急性を判断するとともに、高齢者の

安全や事実確認の方法、援助の方向などについて組織的に判断していく必要があり

ます。特に、高齢者の安全や事実確認のための調査では、担当者一人への過度の負

担を避け、また客観性を確保するなどの視点から、複数の職員で対応することを原

則とします。 

ポイント：適切な権限を行使する 

 高齢者虐待防止法では、虐待によって生命又は身体に重大な危険が生じているおそ

れがあると認められる高齢者を一時的に保護するため、市町村が適切に老人福祉法の

規定による措置を講じ、又は成年後見開始の審判の請求をすることを規定しています

（第 9 条） 

 高齢者の安全を最優先に考え、必要がある場合には、適切に行政権限を行使するこ

とが必要です。 

 家族の意に反し措置を実施する等の事例は数年に 1 回となるなど少ない頻度とな

ることも想定されます。そういった場合でも適切に権限を発動するためには、組織内

での実施ルールの確定、予算措置、実績事例の収集や蓄積、研修など、実施を想定し

た体制を構築することが望まれます。 
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第３章 高齢者虐待の発見 

§１ 高齢者虐待の早期発見・通報の義務等について 

１）高齢者虐待を早期に発見するために 

   養護者には虐待をしているという認識がない場合が多く、また高齢者も養護者をかばう、

知られたくないなどの思いがあるため虐待の事実を訴えにくく、家庭内における高齢者虐待

は発見しにくい状況にあります。 

   虐待を早期に発見し問題の深刻化を防ぐためには、近隣住民をはじめ、地域の民生委員や

自治会などの地域組織、介護支援専門員や介護保険サービス事業所の職員など高齢者を取り

巻く様々な関係者が虐待に対する認識を深め、虐待の兆候に気づくことが大切です。 

   虐待事例の発見には、高齢者が不当な扱いや虐待を受けていることが疑われる場合のサイ

ンがまとめられている「高齢者虐待発見チェックリスト」(１３ページ)の活用が有効です。

また、「高齢者虐待における理解のしかたＱ＆Ａ」（１５ページ）もご参考ください。 

 

２）虐待発見者の通報努力義務 【法第７条第１項・第２項】 

   高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し、市への通報

努力義務が規定されており、特に高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合に

は、速やかに市に通報しなければならない義務が課されています。 

   高齢者虐待の疑いがある、もしくは発見した場合、速やかに市や地域包括支援センターへ

通報が必要となります。 

 

３）高齢者福祉関係者の努力義務 【法第５条第１項】 

  高齢者福祉に業務上関係のある者は、高齢者虐待の早期発見に努めなければなりません。

特に、高齢者が介護保険サービスを利用している場合、担当の介護支援専門員や介護保険サ

ービス事業所の職員は高齢者や養護者と接する機会も多いことから、高齢者の身体面や行動

面での変化、養護者の様子の変化などを専門的な知識を持って常に観察することが重要です。 

  高齢者や養護者に虐待が疑われるサインがみられる場合は、積極的に相談にのって問題を

理解するとともに、一人で問題を抱え込まずに速やかに市や地域包括支援センターにつなぐ

ようにします。 

   また、できる限り高齢者や養護者が自ら地域包括支援センターに連絡するように働きかけ

ることも重要です。虐待は、当事者が問題に気づくことが重要であり、これによってその後

の援助の内容も大きく変わってきます。介護支援専門員や介護保険サービス事業所の職員に

は、このような高齢者や養護者を支援する役割があります。 
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高齢者虐待発見チェックリスト 

 

虐待が疑われる場合の『サイン』として、以下のものがあります。複数のものにあてはまると、疑いの度合いはより濃くな

ってきます。これらはあくまで例示ですので、この他にも様々な『サイン』があることを認識しておいてください。 

 

身体的虐待 

 あざや傷の有無 頭部に傷、顔や腕に腫脹、身体に複数のあざ、頻繁なあざ、不自然なあざ ／等 

 あざや傷の説明 辻褄があわない、求めても説明しない、隠そうとする ／等 

 行為の自由度 自由に外出できない、自由に家族以外の人と話すことができない ／等 

 態度や表情 怯えた表情、急に不安がる、家族のいる場面いない場面で態度が異なる ／等 

 話の内容 「怖い」「痛い」「怒られる」「家にいたくない」「殴られる」といった発言 ／等 

 支援のためらい 関係者に話すことを躊躇、話す内容が変化、新たなサービスは拒否 ／等 

 

介護・世話の放棄・放任（ネグレクト） 

 住環境の適切さ 異臭がする、衣類・オムツなど極度に乱雑、ベタベタした感じ、空調の欠如 ／等 

 衣服・寝具の清潔さ 着の身着のまま、濡れたままの下着、汚れたままのシーツ ／等 

 身体の清潔さ 身体の異臭、汚れのひどい髪、皮膚の潰瘍、伸び放題の爪 ／等 

 適切な食事 やせが目立つ、菓子パンのみの食事、余所ではガツガツ食べる、不自然に空腹を訴える ／等 

 適切な医療 家族が受診を拒否、受診を勧めても行った気配がない ／等 

 適切な介護等サービス 必要であるが未利用、勧めても無視あるいは拒否、必要量が極端に不足 ／等 

 関係者に対する態度 支援の専門家と会うのを避ける、話したがらない、拒否的、専門家に責任転嫁 ／等 

 

心理的虐待 

 体重の増減 急な体重の減少、やせすぎ、拒食や過食が見られる ／等 

 態度や表情 無気力な表情、なげやりな態度、無表情、急な態度の変化、怯える・泣く・喚く ／等 

 話の内容 話したがらない、自分を否定的に話す、「ホームに入りたい」「死にたい」等の発言 ／等 

 適切な睡眠 不眠の訴え、不規則な睡眠 ／等 

 高齢者に対する態度 冷淡、横柄、無関心、支配的、攻撃的、拒否的 ／等 

 高齢者への話の内容 「早く死んでしまえ」などの否定的な発言、コミュニケーションをとろうとしない ／等 
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性的虐待 

 出血や傷の有無 生殖器などの傷、出血、かゆみの訴え ／等 

 態度や表情 おびえた表情、怖がる、人目を避けたがる、睡眠障害、生活の不自然な変化 ／等 

 支援のためらい 関係者に話すことをためらう、援助を受けたがらない ／等 

 

経済的虐待 

 訴え 「お金を取られた」「年金が入らない」「貯金が無くなった」「自由に使うお金がない」 ／等 

 生活状況 資産と日常生活の大きな落差、食べる物にも困っている、預貯金通帳が無い ／等 

 支援のためらい サービス利用負担が突然払えなくなる、サービス利用をためらう ／等 

養護者の態度 

 高齢者に対する態度 冷淡・無関心さ、病院への受診勧奨拒否、乱暴な口調、世話・介護への拒否的な発言 ／等 

 養護者の態度 他人の助言の拒否、不適切な介護への拘り、本人への支出の拒否、専門職との面接拒否 ／等 

 

地域からのサイン 

 自宅の様子 うめき声・怒鳴り声・悲鳴・物が投げられる音が聞こえる、庭や家屋の手入れがされていない、

郵便受けがいっぱい・電気メーターが回っていない ／等 

 本人などの様子 長時間外に佇んでいる、１人分の弁当を頻繁に購入している、本人が道路に座り込んでいる・

徘徊している ／等 

 地域での様子 近所付き合いが無く、訪問しても高齢者に会えない・嫌がられる ／等 

※東京都「東京都高齢者虐待対応マニュアル」、東京都老人総合研究所作成「虐待予防・発見チェックシ

ート（第２版）」を参考に作成 
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～高齢者虐待における理解のしかたＱ＆Ａ①～ 

【問１】 高齢者虐待を判断する上での要点とは。 

 ⇒ 虐待かどうかの判断は、高齢者本人が安心して暮らす権利が脅かされているかどうかで判断します。

脅かされていると思われる事情があれば「虐待ではないか」と疑うべきです（特にその行為が反復・

継続している事が一つの目安となります）。 
 担当者の価値観で判断する事なく、必ず複数で見て、聞いてから判断する事が必要です。 

 
【問２】 なぜ支援困難事例として対応するのではなく、虐待と認定する必要があるの

でしょうか。 

 ⇒ 高齢者虐待対応の目的は、虐待を解消し、高齢者が安心して生活を送るために環境を整えることで

す。その目的を実現するために、虐待を受けている高齢者の保護はもとより、必要な場合には、養護

者も支援の対象として明確にするために、虐待と認定することが重要です。 
 相談や通報を受け付けた事例が高齢者虐待に該当するかどうかを判断することは、高齢者や養護者

を支援の対象として位置付けるためになされるものです。また、高齢者虐待と認定することで、市町

村の権限の行使も含めた適切な対応を検討することが可能となります。 
 このとき、高齢者や養護者の虐待に対する自覚は問いません。客観的に見て、高齢者の権利が侵害

されていると確認できる場合には、虐待と認定して対応を行う必要があります。 

 
【問３】 同居して養護する人（例えば娘）では無く、同居はしているが養護していな

い人（例えば孫）による虐待は「養護者による高齢者虐待」と捉えるべきか。 
 ⇒ 養護者ではない同居人の虐待そのものは「養護者による高齢者虐待」とは言えません（第２条第４

項）。 
   しかし、養護者が、養護者以外の同居人による虐待（身体的・心理的・性的）を止めることなく放

置した場合には、虐待を放置した養護者の行為は「養護者による高齢者虐待」に当たる、と規定して

います（第４項第１号ロ）。従って、このような場合には「養護者による虐待」として法による対応を

行っていくことになります。 

 
【問４】 「経済的虐待」の判断のポイントはどのような場合でしょうか。 

 ⇒ 経済的虐待については、高齢者本人がこの生計を支えている場合もあり、虐待と判断すること

が、困難な場合が少なくありません。高齢者本人が納得し、その意思に基づいて財産が管理されてい

るか、実際に高齢者本人の生活や介護に何らかの支障が出ていないかなどが判断のポイントとなりま

す。 
 たとえ、高齢者本人が納得していると思われる場合でも、現在までの家族関係や虐待に対する心理

的圧力などから、合意せざるを得ない状況である事も考えられます。本人の意思が表面的なものであ

る可能性を踏まえ、真意を丁寧に確認していく事が重要です。 
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～高齢者虐待における理解のしかたＱ＆Ａ②～ 

 また、高齢者本人が認知症などにより判断能力が不十分と考えられる場合には、財産を管理してい

る人と、本人との関係や、客観的にみて本人の利益にかなっているかどうかを考慮し、判断する必要

があります。 

 
【問５】 同居していない親族や知人による経済的虐待への対応はどのように行ったら

よいでしょうか。 
 ⇒ 法では、経済的虐待の主体を「養護者又は高齢者の親族」と規定しています（第２条第４項第２号）。

従って同居の有無にかかわらず、高齢者の親族が経済的虐待をしていれば、本法の適用があります。

また、同居していない知人であっても養護者と言える場合もあるでしょう。これに対し、養護者とは

評価されない知人が経済的虐待をしている場合には本法の適用外となります。 
   この場合、第２７条（財産上の不当取引による被害の防止等）や、刑法・民法等の一般規定により

対処することになりますが、経済的虐待から高齢者を守るため、成年後見制度の申立てが必要となる

ケースが多いと思われます。また、事例によっては、刑法の詐欺罪や窃盗罪に該当することがあれば

告訴・告発が、民法上は不当利得の返還請求や不法行為による損害賠償請求をすることが必要になる

場合も考えられます。 

 
【問６】 「介護・世話の放棄・放任」の判断のポイントはどのような場合でしょうか。 
 ⇒ 養護者の介護・世話の知識・技術が不十分であるために、不本意ながら高齢者の尊厳を損なうよう

な生活に陥っている事例も少なくありません。「介護は家族の役割」という思い込みや責任感から、介

護する家族が自らの可能な範囲を超えて介護を抱え込む事が、肉体的・精神的な負担を増大させ、結

果として、虐待を招いている場合もあります。 
従って、介護・世話の放棄・放任に関しては、その対応において、家族に対し介護・世話を過度に

負担させる事の無いよう注意が必要です。そして、養護者やその他の家族の介護・世話に対する意識、

無理なく負担できる範囲を見極めながら、養護者や家族に対して必要な支援を行っていくことが求め

られます。 
一方で、高齢者をショートステイに預けそのまま引き取らない、介護負担を負いたくないがために、

要介護状態の高齢者を特養の前に放置するといった、高齢者を放置、遺棄するといった事例や、意図

的に必要な介護や世話を行わず、劣悪な環境で暮らし、栄養失調・脱水症状を呈するといった深刻な

事例がある事も忘れてはなりません。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-17- 

～高齢者虐待における理解のしかたＱ＆Ａ③～ 

【問７】 養護者や家族が「本人のため」と言ってリハビリや介護をして、その結果本

人にけがを負わせたり、精神的苦痛を与えている場合は、虐待に該当するので

しょうか。 
 ⇒ 養護者や家族が、「本人の健康のため」と言って、専門的知識に基づかないリハビリを行った結果、

高齢者に外傷や精神的苦痛を与えたり、「本人は何もできないから」と決めつけて全介助をし、高齢者

が精神的苦痛を感じている場合には、虐待と認定することができます（けがを負わせれば身体的虐待、

精神的苦痛を与えれば心理的虐待に該当します）。 
   養護者や家族に、高齢者の心身の状態や医療、介護に関する知識がなかったり偏っている場合、虐

待を解消するために、養護者や家族に対して必要な知識をもってもらうような支援を行うことが求め

られます。 
   また、「養護者が一生懸命介護しているから」という理由で虐待ではないと捉えてしまうなど、虐待

対応従事者側の判断で高齢者の権利を侵害することのないよう、正確で事実に基づいた判断を行うこ

とが重要です。 
 
【問８】 あざや外傷が残っていない場合、身体的虐待と認定できますか。 
 ⇒ 高齢者によっては、内出血ができやすかったり、時間の経過によってあざの場所が移動することな

どが考えられます。 
   そのため、あざや外傷が残っていない場合や、養護者が否定する場合でも、高齢者や周囲からの聞

き取りで話を突き合わせて、事実確認を正確に行い、虐待に該当するかどうかを判断する必要があり

ます。 
 
【問９】 言葉による暴力や脅し、恥をかかせるなどは、後で再現することも確認する

ことも難しいのですが、心理的虐待を単独で認定することはできますか。 
 ⇒ 心理的苦痛の程度は、高齢者の受け止め方や、長年の家族関係が影響しますが、最終的に高齢者の

気持ちを確認し、おびえていたり、精神的に苦痛を感じている場合には虐待として必要な対応を行う

ことが求められます。例えば、毎日怒鳴られ続けたり、叩かれる真似をされ続けていたことに加え、

高齢者がおびえていたことを根拠に、心理的虐待単独で認定した事例もあります。 
   一方、心理的虐待の背後には他の虐待が潜んでいる可能性もあります。例えば、養護者が排泄や着

替えの介助を行いやすいという目的で、高齢者の下半身を下着の状態で放置し、高齢者が苦痛と感じ

ている場合などは、性的虐待と心理的虐待に該当すると考えられます。 
   いずれにしても、高齢者が精神的に苦痛を感じている場合には、高齢者の権利が侵害されている疑

いがあるとして、心理的虐待の疑いの有無について、正確に事実確認を行う事が重要です。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：「埼玉県 高齢者虐待対応の手引（改定版）」「東京都高齢者虐待対応マニュアル」及び「日本社会福祉士会：市町村・地域包

括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き」より抜粋 
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～高齢者虐待における理解のしかたＱ＆Ａ④～ 

【問 10】 高齢者本人が必要な医療や介護保険サービスを拒否したり、自ら不衛生な住

環境で生活している場合（セルフネグレクト）、どのように対応すればいいでし

ょうか。 

 ⇒ 高齢者が自らの意思で、または認知症やうつ状態などのために生活に関する能力や意欲が低下し、

自らの意思で他者に対して援助を求めず放置しているなど、客観的にみて本人の人権が侵害されてい

る事例があり、これをセルフネグレクト（自己放任）といいます。 
   セルフネグレクトは、法に定める虐待の 5 類型のいずれにも該当しませんが、高齢者の権利利益が

客観的に侵害されていることには変わりがないといえます。 
   客観的に見て支援が必要なセルフネグレクトの状態とは、例えば、①判断能力が低下している場合、

②本人の健康状態に影響が出ている場合、③近隣との深刻なトラブルになっている場合などがあげら

れますが、支援が必要かどうかを総合的に判断し、虐待に準じた対応をすることが求められます。 
   いずれにしても、基本的に自己決定権が尊重されるべきですが、高齢者本人との信頼関係を構築す

る過程で、本人に働きかけていくことが必要となる場合もあります。 
   厚生労働省マニュアルでも、「市町村は、高齢者虐待防止法に規定する高齢者虐待かどうか判別しが

たい事例であっても、高齢者の権利が侵害されていたり、生命や健康、生活が損なわれているような

事態が予測されるなど支援が必要な場合には、高齢者虐待防止法の取り扱いに準じて、必要な援助を

行っていく必要があります」と記載されています。 
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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

平成 17 年 11 月 9 日法律第 124 号 

 

第 1 章 総則  

（目的）  

第 1 条 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高

齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等

に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の

軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援（以下「養護

者に対する支援」という。）のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者

に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的と

する。  

（定義）  

第 2 条 この法律において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。  

2 この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等（第

5項第1号の施設の業務に従事する者及び同項第2号の事業において業務に従事する者をいう。

以下同じ。）以外のものをいう。  

3 この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等に

よる高齢者虐待をいう。  

4 この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。  

(1) 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為  

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、

ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外

傷を与える言動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

(2) 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者か

ら不当に財産上の利益を得ること。  

5 この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する

行為をいう。  

(1) 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 5条の 3 に規定する老人福祉施設若しくは同法

第 29 条第 1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 8 条

第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第24項に規定する介護老人福祉施設、

同条第 25項に規定する介護老人保健施設、同条第 26 項に規定する介護療養型医療施設若し

くは同法第 115 条の 39 第 1 項に規定する地域包括支援センター（以下「養介護施設」とい

う。）の業務に従事する者が、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用する

高齢者について行う次に掲げる行為  
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イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき

職務上の義務を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外

傷を与える言動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る

こと。 

(2) 老人福祉法第 5条の 2第 1項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第 8条第 1

項に規定する居宅サービス事業、同条第 14 項に規定する地域密着型サービス事業、同条第

21 項に規定する居宅介護支援事業、同法第 8 条の 2 第 1 項に規定する介護予防サービス事

業、同条第 14 項に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第 18 項に規定す

る介護予防支援事業（以下「養介護事業」という。）において業務に従事する者が、当該養

介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者について行う前号イからホまでに掲げる行

為  

（国及び地方公共団体の責務等）  

第 3 条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切

な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団

体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。  

2 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに養護

者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的な人

材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。  

3 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資するた

め、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の

啓発活動を行うものとする。  

（国民の責務）  

第 4 条 国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとと

もに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に

協力するよう努めなければならない。  

（高齢者虐待の早期発見等）  

第 5 条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設

従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を

発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。  

2 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び

高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。 
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第 2章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等  

 

（相談、指導及び助言）  

第 6 条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者

の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとする。  

（養護者による高齢者虐待に係る通報等）  

第 7 条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命

又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならな

い。  

2 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者

は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。  

3 刑法（明治 40年法律第 45 号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

前 2項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。  

第8条 市町村が前条第1項若しくは第2項の規定による通報又は次条第1項に規定する届出を

受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項

であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。  

（通報等を受けた場合の措置）  

第 9 条 市町村は、第 7条第 1項若しくは第 2項の規定による通報又は高齢者からの養護者によ

る高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当

該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第 16 条の規定により当該

市町村と連携協力する者（以下「高齢者虐待対応協力者」という。）とその対応について協議

を行うものとする。  

2 市町村又は市町村長は、第 7 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による通報又は前項に規定する

届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防

止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大

な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福

祉法第 20 条の 3 に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第 10 条の 4

第 1項若しくは第 11 条第 1項の規定による措置を講じ、又は、適切に、同法第 32条の規定に

より審判の請求をするものとする。  

（居室の確保）  

第 10 条 市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第 10 条の 4

第 1項第3号又は第11条第1項第1号 若しくは第2号の規定による措置を採るために必要な

居室を確保するための措置を講ずるものとする。  

（立入調査）  

第 11 条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生

じているおそれがあると認めるときは、介護保険法第 115 条の 39 第 2 項の規定により設置す

る地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当

該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。  
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2 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。  

3 第 1 項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。  

（警察署長に対する援助要請等）  

第 12 条 市町村長は、前条第 1項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合

において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所

の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。  

2 市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切

に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。  

3 警察署長は、第 1 項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又は身体

の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を

援助するために必要な警察官職務執行法（昭和 23 年法律第 136 号）その他の法令の定めると

ころによる措置を講じさせるよう努めなければならない。  

（面会の制限）  

第 13 条 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第 11 条第 1項第 2号 又

は第 3 号の措置が採られた場合においては、市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は、

養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、当該養護者による高齢者虐

待を行った養護者について当該高齢者との面会を制限することができる。  

（養護者の支援）  

第 14 条 市町村は、第 6 条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対す

る相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。  

2 市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るた

め緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確

保するための措置を講ずるものとする。  

（専門的に従事する職員の確保）  

第 15 条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者

の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務に専門的に従事する職

員を確保するよう努めなければならない。  

（連携協力体制）  

第 16 条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者

の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人福祉法第 20 条の 7の 2第 1項に

規定する老人介護支援センター、介護保険法第 115 条の 39 第 3 項の規定により設置された地

域包括支援センターその他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。

この場合において、養護者による高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特

に配慮しなければならない。  
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（事務の委託）  

第 17 条 市町村は、高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、第 6条の規定によ

る相談、指導及び助言、第 7条第 1項若しくは第 2項の規定による通報又は第 9条第 1項に規

定する届出の受理、同項の規定による高齢者の安全の確認その他通報又は届出に係る事実の確

認のための措置並びに第 14 条第 1 項の規定による養護者の負担の軽減のための措置に関する

事務の全部又は一部を委託することができる。 

2 前項の規定による委託を受けた高齢者虐待対応協力者若しくはその役員若しくは職員又はこ

れらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。  

3 第 1 項の規定により第 7条第 1項若しくは第 2項の規定による通報又は第 9条第 1項に規定

する届出の受理に関する事務の委託を受けた高齢者虐待対応協力者が第7条第1項若しくは第

2項の規定による通報又は第 9条第 1項に規定する届出を受けた場合には、当該通報又は届出

を受けた高齢者虐待対応協力者又はその役員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であっ

て当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。  

（周知）  

第 18 条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、第 7条第 1項若しくは第 2項の規定によ

る通報又は第 9条第 1項に規定する届出の受理、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保

護、養護者に対する支援等に関する事務についての窓口となる部局及び高齢者虐待対応協力者

の名称を明示すること等により、当該部局及び高齢者虐待対応協力者を周知させなければなら

ない。  

（都道府県の援助等）  

第 19 条 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連

絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。  

2 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要がある

と認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。 

  

第 3 章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等  

（養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置）  

 

第 20 条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、

当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービ

スの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設従

事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。  

（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等）  

第 21 条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施

設又は養介護事業（当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介

護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。）において業務に従事する養介護施設従事者

等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に

通報しなければならない。  
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2 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者

を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報しなければならない。  

3 前 2 項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢

者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。  

4 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることが

できる。  

5 第 18 条の規定は、第 1項から第 3項までの規定による通報又は前項の規定による届出の受理

に関する事務を担当する部局の周知について準用する。  

6 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第 1 項から第 3 項までの

規定による通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をするこ

とを妨げるものと解釈してはならない。  

7 養介護施設従事者等は、第 1項から第 3 項までの規定による通報をしたことを理由として、

解雇その他不利益な取扱いを受けない。  

第 22 条 市町村は、前条第 1項から第 3項までの規定による通報又は同条第 4項の規定による

届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る養介護施

設従事者等による高齢者虐待に関する事項を、当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係

る養介護施設又は当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護事業の事業所の所

在地の都道府県に報告しなければならない。  

2 前項の規定は、地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 252 条の 19第 1 項の指定都市及び同

法第 252 条の 22第 1 項の中核市については、厚生労働省令で定める場合を除き、適用しない。  

第 23条 市町村が第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による

届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得

た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道府県

が前条第 1 項の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県の職員につ

いても、同様とする。  

（通報等を受けた場合の措置）  

第 24 条  市町村が第 21 条第 1項から第 3項までの規定による通報若しくは同条第 4項の規定

による届出を受け、又は都道府県が第 22 条第 1項の規定による報告を受けたときは、市町村

長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保することにより、

当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止及び当

該高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するも

のとする。  

（公表）  

第 25 条 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設

従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公

表するものとする。 
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第 4章 雑則  

 

（調査研究）  

第 26 条 国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場合の適切な対

応方法、高齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高

齢者の保護及び養護者に対する支援に資する事項について調査及び研究を行うものとする。  

（財産上の不当取引による被害の防止等）  

第 27 条 市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上の

利益を得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上の不当取引」という。）による高齢者の被 

害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を 

紹介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談若し

くは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。  

2 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者について、適

切に、老人福祉法第 32条の規定により審判の請求をするものとする。  

（成年後見制度の利用促進）  

第 28 条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並び

に財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のた

めの措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、

成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。 

  

第 5 章 罰則  

第 29 条 第 17 条第 2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処す

る。  

第 30 条 正当な理由がなく、第 11 条第 1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは高齢

者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、30万円以下の罰金に処する。  

 

   附 則  

（施行期日） 

1 この法律は、平成 18年 4 月 1日から施行する。  

（検討） 

2 高齢者以外の者であって精神上又は身体上の理由により養護を必要とするものに対する虐待

の防止等のための制度については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置

が講ぜられるものとする。  

3 高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための制度については、この法律の施行後 3 年

を目途として、この法律の施行状況等を勘案し検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措

置が講ぜられるものとする。  
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